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 北海道開発局では、都市部の国道において沿道環境改善対策や交通安全対策を目的とし

てポーラスアスファルト舗装を施工している。ポーラスアスファルト舗装を施工する場合、

従来工法は、既設舗装面を路面切削機で切削した後、ポーラスアスファルト舗装を施工す

る工法が一般的である。既設舗装の切削により発生した切削材は、再資源化施設に運搬し、

リサイクル材料として他工事で活用している。 

建設リサイクル法制定と同時に、循環型社会の形成に向けての取り組みが進められてい

る中で、特定建設資材廃棄物については100%再資源化の目標を達成するために、必要な再

資源化施設の確保、再資源化を促進するための技術開発等が求められている。又、環境負

荷を考慮し、CO2削減等の対策も同時に求められている。札幌開発建設部では、現位置に

て既設アスファルト舗装を100%再利用し、アスファルト舗装を構築する新しい工法である、

熱風路上アスファルト変換工法（以下、HITONE工法という）の試験施工を実施した。本報

告は、HITONE工法の概要、および追跡調査結果について報告する。 

 

1.HITONE工法の概要 

HITONE工法は、既設アスファルト舗装を現位置でポーラスアスファルト舗装に変換し舗

設する工法である。既設アスファルト混合物をかきほぐし、その際に発生した材料（以下、

再生材という）を、専用機械の中で13.2mm以上、13.2-7.0mm、7.0mm以下の3粒度にふるい

分けを行い、上層部には、骨材粒径13.2-7.0mmの再生材に新規ポーラスアスファルト混合

物を混合させ、ポーラスアスファルト混合物を舗設し、下層部には骨材粒径13.2mm以上と

7.0mm以下の再生材を舗装材料として、密な混合物を舗設する工法である。再生材を100%

現位置でリサイクルすることが可能であり、C02削減等、環境負荷を低減することが可能

な工法となっている。HITONE工法の作業の流れを以下に示す。 

①プレヒーターで既設アスファルト混合物を加熱する（図-1）。 

②ヒーターミラーで既設アスファルト混合物を加熱しながらかきほぐしを行う（図-2）。 

③ヒーターミラーで新規ポーラスアスファルト混合物を取り込む。 

④セパレータにかきほぐした再生材を取り込む（図-3）。 

⑤ セ パ レ ー タ に 装 着 し て い る ふ る い で 、 取 り 込 ん だ 再 生 材 を 骨 材 粒 径 13.2mm以 上 、

13.2-7.0mm、 7.0mm以下の3粒度にふるい分けを行う。骨材粒径13.2mm以上と7.0mm以下の

粒度は下層用混合物として路面へ落とし、13.2-7.0mmの粒度については、上層用混合物と

して、新規ポーラスアスファルト混合物と混合させるため、セパレータのミキサーへ投入

する。 
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⑥セパレータに装着しているミキサーで上層用

再生材と新規ポーラスアスファルト舗装を混合

させる。 

⑦ミキサーペーバでセパレータでふるい分けた

下層用再生材の取り込みを行う（図-4）。 

⑧下層用再生材の混合を行う。 

⑨下層用再生材の敷きならしを行う。 

⑩上層用再生材の敷きならしを行う。 

 

2.HITONE工法の試験施工 

 HITONE工法の試験施工を一般国道 36号札幌市

美しが丘で実施した。当該路線は、主要幹線道路

で交通量が多い為、夜間施工とし、施工箇所は上

下車線の追越車線で施工を行った。試験施工概要

を表-1に、試験施工の平面図を図-5に示す。 

2.1配合試験 

HITONE工法を実施するにあたり配合試験を行

った。配合試験の手順を以下に示す（図-6）。 

(1)既設表層混合物の分級 

 既設表層混合物の性状を確認するため、施工箇

所より採取した既設表層混合物(改質Ⅱ型アスフ

ァルト混合物)を分級した。30cm×30cm×4cmの既

設舗装体を130℃で5時間養生後、アスファルト 

 

表-1 試験施工概要 

工事名 一般国道36号札幌市美しが丘舗装修繕外一連工事

試験施工箇所
KP12,018～KP12,473　L=455m（上下、追越車線）
KP12,509～KP12,950　L=441m（上下、追越車線）

試験施工時期 平成19年7月30日～8月7日
 

 

L=455m L=441m

試験施工箇所 試験施工箇所

車境線

中央線
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図-5 試験施工箇所の平面図 

①路面の加熱

②既設ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物のかきほぐし

③新規ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の取り込み

④再生材の取り込み

⑤再生材の篩い分け

⑥上層用再生材、新材添加剤の混合

⑦下層用再生材の取り込み

⑧下層用再生材の混合

⑨下層用再生材の敷き均し

⑩上層用再生材の敷き均し

図-1　プレヒーター

図-2　ヒーターミラー

図-3　セパレータ

図-4　ミキサーペーバ



ミキサーでほぐし、HITONE工法専用のふるいで

骨材分級を行った。13.2mm以上と7.0mm以下の

再生骨材については、下層用混合物として使用

し、13.2-7.0mmの再生骨材については、上層用

混合物として使用するものである。分級結果を

表 -2に 示 す 。 13.2mm以 上 の 残 留 率 は 9.9%、

13.2-7.0mmの残留率は19.4%、7.0mm以下の残留

率は70.8%となった。試験結果より、ポーラス

アスファルト混合物に利用できるのは、19.4%

となる。 

(2)分級骨材の性状試験 

 分級した3種類の再生骨材の性状を確認する

ために、アスファルト抽出試験1)を行った。試

験結果を表-3に示す。13.2mm以上の再生骨材は、

As量が2.52%、 13.2-7.0mmの再生骨材はAs量が

3.73%、 7.0mm以下の再生骨材は、 As量が 8.29

となり、粒度が細かい再生骨材ほど、As量が大

きい傾向がある。 

(3)下層用混合物の性状試験 

 既設表層混合物の分級結果から、下層用混合

物は13.2mm以上が9.9%、7.0mm以下が70.8%の割

合で使用されていることから、 13.2mm以上を

12.3%、 7.0mm以下を87.7%で混合した。試験用

供試体は再生骨材100%の配合で使用した。性状

試験として、マーシャル安定度試験2)と水浸マ

ーシャル安定度試験2)等を実施した。試験結果

を表-4に示す。安定度および残留安定度ともに、

高い値を示し、アスファルト混合物の強度や耐

水性に大きな問題はないことを確認した。 

 

表 -4 アスファルト混合物の性状試験結果 

下層用混合物

最大比重　　　(g/cm3) 2.446

かさ密度　　　(g/cm
3
) 2.346

空隙率　　　　　　(%) 4.09

安定度　　　　　 (kN) 23.52

フロー値　　 (1/100cm) 41

残留安定度　　　(%) 86.1  

 

 

　

既設表層混合物の採取
t=4cm

既設表層混合物の分級
下層用：13.2mm以上、7.0mm以下

上層用：13.2-7.0mm

分級した各骨材の性状試験
・ｱｽﾌｧﾙﾄ抽出試験(As含有量、粒度)
・ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物最大比重

上　　　層下　　　層

下層混合物の
　　　　　　　確認試験
・ﾏｰｼｬﾙ安定度試験
・水浸ﾏｰｼｬﾙ安定度試験

新規アスファルト
混合物の粒度設定

下層混合物の
配合決定

新規アスファルト
混合物の最適As量の

決定（暫定）

再生混合物の
　　　　　　　　性能試験
・ﾏｰｼｬﾙ安定度試験
・水浸ﾏｰｼｬﾙ安定度試験
・ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験
・低温ｶﾝﾀﾌﾞﾛ試験
・透水試験

新規アスファルト
混合物の最適As量の

決定

 
図-6 配合試験の手順 

表-2 既設表層混合物分級結果 

KP174,305 R KP239,326 L

残留率(%) 残留率(%) 残留率(%)

13.2以上 9.7 10.0 9.9

13.2-7.0 19.5 19.3 19.4

7.0以下 70.8 70.7 70.8

平均
測点

ふるいの目
（mm）

表-3 分級骨材の性状試験結果 

13.2以上 13.2-7.0 7.0以下

26.5 100

19 77.5 100

13.2 21.3 76.0 100

9.5 18.9 36.0 96.8

4.75 18.0 25.4 83.2

2.36 16.6 23.6 66.3

0.6 15.3 22.1 55.0

0.3 13.2 19.2 44.6

0.15 4.9 7.8 17.7

0.075 3.4 5.4 12.5

2.52 3.73 8.29

2.597 2.580 2.426

既設表層用混合物

As含有量(%)

最大比重(g/cm3)

通
過
質
量
百
分
率

(

%

)

ふるい目（mm）



表-5 骨材配合の合成粒度 

ふるい目

配合名 19.0 13.2 9.5 4.75 2.36 0.60 0.30 0.15 0.075

新規アスファルト混合物
＋既設表層材

100 90.1 63.9 23.5 21.0 15.1 11.3 5.4 4.0

新規アスファルト混合物 100 95.3 74.1 22.8 20.1 12.6 8.5 4.4 3.6

排水性舗装粒度範囲 100 92～100 62～85 14～35 14～25 6～19 5～14 4～9 2～7

粒度（通過質量百分率　%）

 

 

(4)上層混合物の検討 

a)「新規アスファルト混合物」及び「新

規 ア ス フ ァ ル ト 混 合 物 ＋ 既 設 表 層 混 合

物」の粒度設定 

 新規アスファルト用材料（6号砕石、粗

目砂、石粉）および13.2-7.0mmの再生骨

材の4種類の骨材を使用し、2.36mm通過量

21%を目標値として粒度を設定した。骨材

配合の合成粒度を表-5、図-7に示す。 

上記結果より13.2-7.0mmの再生骨材と

新規アスファルト混合物の比率は26.7：

73.4とした。HITONE工法で施工される舗

装構成は、ポーラスアスファルト舗装で

ある上層部分の設計厚さは3.0cm、密な混

合物である下層部分の設計厚さは 3.2cm

であり、上層部分の3.0cmの内2.2cmが新

規アスファルト混合物となる。  

 

b)新規アスファルト混合物の暫定As量の

決定 

 表-5で求められた、新規アスファルト

混合物の合成粒度で、As量4.0-6.0%の内、

0.5%刻みでダレ試験 2)を行った。ダレ試

験結果を図-8に示す。ダレ試験の変曲点

から新規アスファルト混合物の最適As量

は5.0%となった。 

 

c)再生混合物の性能試験 

新規アスファルト混合物(73.4%、 As量

5.0%)と13.2-7.0mmの再生骨材(26.7%、As

量 3.73%)を混合した場合、As量が目標値

図-7 骨材配合の合成粒度 

図-8 ダレ試験結果 

表-6 試験結果 

5.4 6.1

理論密度　g/cm
3 2.462 2.436

見掛密度　g/cm
3 2.054 2.074

安定度　kN 5.98 6.36 3.5kN以上

フロー値 34 36 20～40

空隙率　% 16.6 14.9 17%程度

残留安定度　% 81.8 82.3 75%以上

透水係数 3.80×10
-2

3.26×10
-2

1.0×10
-2

以上

見掛密度　g/cm3 2.066 2.073

基準密度　g/cm
3 2.054 2.074

締固め度  % 100.6 100.0

動的安定度　回/mm 10,500 8,625 3,000回/mm以上

9.5 6.8 20%以下

規格値

マ
ー
シ
ャ
ル
安
定
度
試
験

ホ
イ
ー
ル

ト
ラ

ッ
キ
ン
グ
試
験

低温カンタブロ損失率　%

新規アスファルト混合物のAs量　(%)



である5.0%を満足しないことから、13.2-7.0mmの再生骨材に付着したAs量が100%機能した

場合と50%機能した場合の2パターンのAs量で性能試験を行った。 

①100%機能した場合の新規アスファルト混合物のAs量：（5-3.73×26%）÷74%＝5.4% 

②50%機能した場合の新規アスファルト混合物のAs量 ：（5-1.87×26%）÷74%＝6.1% 

試験は、マーシャル安定度試験、透水試験 2)、ホイールトラッキング試験 2)および低温

カンタブロ試験2)を実施した。試験結果を表-6に示す。 

 マーシャル安定度試験の結果、安定度はAs量5.4%および6.1%の場合でも、3.5kN以上を

満足している結果となった。フロー値についても、各配合で35程度を示し、規格値である

20～40を満足する結果になった。残留安定度は、各配合で規格値である75%以上を示して

おり、問題がない結果となった。透水係数および動的安定度についても、規格値を満足す

る結果となった。 

(5)実施配合 

a)下層用混合物 

 下層用混合物については、既設表層用混

合物をかきおこし、分級を行った再生骨材

の内13.2mm以上と7.0mm以下を混合して舗

設することとした。配合率は13.2mm以上の

再生骨材を12.3%、7.0mm以下の再生骨材を

87.7%とした。配合表を表-7に示す。 

b)上層用混合物 

 上層用混合物については、再生混合物の

性能試験結果から、13.2-7.0mmの再生骨材のAs量が50%機能した場合を想定して、新規ア

スファルト混合物のAs量を6.1%と設定した。新規アスファルト混合物の決定配合を表-8

に示す。しなしながら、現場へ搬入した混合物については、混合物の透水機能や施工性お

よび目視による混合物の状況により、As量の調整を行い、5.5～ 5.6%で施工を行った。決

定配合では、再生骨材に付着したAs量は、90～100%程度機能している配合となっている。 

3.HITONE工法の施工状況 

 HITONE工法の施工状況を以下に示す。 

①既設舗装面加熱 

 プレヒーターにより既設舗装面の加熱を行い、既設路面の加熱温度は、約200～250℃程

度となった（写真-1）。 

②既設表層用混合物のかきほぐし 

 ヒーターミラーにより、既設アスファルト混合物のかきほぐしを行い（写真-2）、かき

ほぐした再生材はセパレータにより再生材の取り込みを行う（写真-3）。 

③新規アスファルト混合物の取込み状況 

 ヒーターミラーで新規アスファルト混合物を取り込み（写真-4）、セパレータでふるい

分けを行った13.2-7.0mmの再生骨材を混合している。 

表-7 下層用混合物決定配合 

骨　　材 13.2mm以上 7.0mm以下 合計

配合率（%） 12.3 87.7 100.0  
表-8 上層用混合物決定配合 

骨　　材 6号砕石 粗目砂 石粉 ｱｽﾌｧﾙﾄ 合計

配合率（%） 74.2 15.8 3.9 6.1 100



   

写真-1 プレヒーター    写真-2 ヒーターミラー   写真-3 セパレータ 

（路面の加熱状況）  （既設混合物のかきほぐし） （再生材取り込み状況） 

  

HITONE工法
排水性舗装

 
写真-4新規アスファルト    写真-5 舗設状況     写真-6 施工後の状況 

混合物の取込み状況               

⑤舗設状況 

 上層部はポーラスアスファルト混合物、下層部は密な混合物を同時施工している。初転

圧の転圧温度は120℃程度で行い、転圧方法については通常のポーラスアスファルト舗装

と同様の転圧方法で実施した（写真-5）。 

⑥完成後の路面状況 

 完成後の路面状況を写真-6に示す。走行車線が通常のポーラスアスファルト舗装、追越

車線がHITONE工法となっている。HITONE工法の締固め度については、97.3%を示しており、

ポーラスアスファルト舗装の規格を満足する結果となった。 

4.現地調査 

4.1調査概要 

HITONE工法の適用性に関する現地調査を実施した。調査項目を表-9に示す。現場透水量

試験、舗装路面の平坦性測定および舗装路面のきめ深さ測定は、比較工区として、通常の

ポーラスアスファルト舗装で実施しており、本報告では、初期値について報告する。環境

汚 染 物 質 お よ び CO2削 減

効果の検証については、

試験施工で使用した機械

の燃料(軽油)実使用量と、

従来工法である切削オー

バー 

表-9 調査項目 
調　査　項　目 調　　査　　方　　法

現場透水量試験 舗装調査・試験法便覧〔第1分冊〕による

舗装路面の平坦性測定 舗装調査・試験法便覧〔第1分冊〕による

センサきめ深さ測定装置を用い
た舗装路面のきめ深さ測定

舗装調査・試験法便覧〔第1分冊〕による

環境汚染物質および
CO2s削減効果の検証

【検証方法】
1.試験施工で使用した機械の燃料実使用量に換算係数を乗じてNOx、SOx、CO2を算出。
2.同一工区において従来工法で施工した場合に使用する機械の燃料使用量から従来工法のNOx、
SOx、CO2を算出。
3.HITONE工法と従来工法のNOx、SOx、CO2削減効果の検証。
※軽油1L当たり排出ガス換算係数は、環境省「環境活動評価プログラム」(1999,9）を使用。
CO2：2.64kg-CO2/L，NOx：0.0183kg-NOx/L，SOx：0.000115kg-SOx/L



レイを行った場合に使用される機械の燃料

(軽油)使用量に、軽油1ℓ当たり排出ガス換算

係数を乗じてCO2、 SOx、 NOxを算出し縮減率

を算定した。算定方法は表-10に示す条件で

行った。 

 

4.2調査結果 

(1)現場透水量試験 

 現場透水量試験結果を図-9に示す。HITONE

工法の現場透水量は 1,200ℓ/15sec程度を示

しており、排水性舗装と同程度の排水機能を

有していることが確認できる。今後追跡調査

を実施して、排水機能の持続性を検証する必

要がある。 

(2)舗装路面の平坦性測定 

 舗装路面の平坦性測定結果を図-10に示す。

HITONE工法の平坦性は、1.2mm程度を示して

おり、排水性舗装と比較して若干高い値を示

しているが、規格値である2.4mm以下を満足

する結果となった。 

(3)センサきめ深さ測定装置を用いた舗装路

面のきめ深さ測定 

舗装表面の粗さを把握するため、きめ深さ

測定を行った。舗装路面のきめ深さ測定結果

を 図 -11に 示 す 。 HITONE工 法 の き め 深 さ は

0.65程度を示しており、排水性舗装と同程度

のきめ深さを有していることが確認できる。 

(4) CO2および環境汚染物質削減効果の検証 

 CO2排出量換算結果を図-12に示す。HITONE

工法のCO2排出量は11,688.5kg、従来工法の

CO2排出量は、16,756.4kgとなり、CO2の削減

率は30.2%となった。環境汚染物質の排出量

測定結果を図 -13に示す。 HITONE工法の NOx

排出量は 69.98kg、従来工法の NOx排出量は

83.04kgとなっており、NOxの削減率は15.7%

となった。また、HITONE工法のSOx排出量は

2.27kg、従来工法のSOx排出量は6.02kgとなり、削減率は62.3%となったことから、HITONE

工法は環境汚染物質であるNOxおよびSOxの削減効果が期待できることが確認できた。 

表-10 環境汚染物質、CO2 算定条件 

施工延長 450 m 施工幅員 3.9 m

施工面積 1,755 m2 施工深さ 40 mm

施工速度 2.5 km/h オーバーレイ厚 50 mm

新材厚さ 20 mm 運搬燃料 1.6 km/L

運搬距離 30 km
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図-11 舗装路面のきめ深さ測定結果 



5.まとめ 

 HITONE工法の試験施工を実施した結果、以

下のことが確認された。 

(1)路面調査の結果、初期値ではあるが、現

場透水機能及びきめ深さは、通常のポーラス

アスファルト舗装と比較して同程度の値を

示した。舗装路面の平坦性については、排水

性舗装と比較して若干高い値を示している

が、規格値である2.4mm以下を満足する結果

となった。 

(2)CO2削減効果は、従来工法と比較して約

30%削減することが可能であり、環境汚染物

質の削減効果は、NOxでは約16%、 Soxでは約

60%削減することが可能であることを確認し

た。 

 

6.今後の課題 

 今後、試験施工箇所の追跡調査を実施し、

HITONE工法の適用性について検証していく

予定である。 
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